
□□□－昼－

□□□－昼－

ホテル＝国営ひたち海浜公園（一面真っ赤なコキアの絶景）＝笠間稲荷神社（日
本三大稲荷）＝乗車各地（18：00～19：00頃）2

富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・立山IC以降各IC乗車可＝車中昼食弁当＝東武
トレジャーガーデン館林（秋バラ）＝茂林寺（分福茶釜のお寺）＝「ダイワロイネッ
トホテル水戸」泊（JR水戸駅直結）1

□□□－弁 OP

□□□朝－－
ホテル＝御岳昇仙峡（ゆっくり散策）＝清里高原・清泉寮（清里のランドマークで
お食事）＝乗車各地（18：00～19：00頃）2

富山駅（8：30）・新富BC（9：00）・高岡砺波スマートIC（9：20）・砺波駅（9：35）＝金谷
酒造（酒蔵見学）～高砂茶寮（絶品創作フレンチを時間を掛けて頂きます）＝加賀友
禅工房「染華」＝乗車各地（早めの到着15：30～17：30頃）

1

富山駅（8：00）・新富BC（8：30）・立山IC以降各IC乗車可＝ラトリエ・デ・サンス（昼食）
＝ラ・カスタナチュラルヒーリングガーデン＝乗車各地（17：45～18：45頃）1

□□□－昼－
富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・立山IC以降各IC＝旧斎藤家別邸（専門の案内
人付）＝カーブドッチワイナリー＝乗車各地（18：15～19：15頃）1

富山駅（7：47）・黒部宇奈月温泉駅（7：59）－上野駅…国立西洋美術館「アルチン
ボルド展」…上野駅－千葉駅（ホテルで荷物預け）－士気駅＝ホキ美術館（日本初
の写実絵画専門美術館）＝士気駅－千葉駅…「ダイワロイネットホテル千葉駅前」
泊（JR千葉駅より徒歩3分）

ホテル＝濃溝の滝（ジブリの世界と話題の滝）＝鋸山・日本寺＝海ほたる＝箱根神
社＝「山のホテル」泊（美食と庭園から眺める富士山。自家源泉の大浴場）

1

2 □□□朝－夕

□□□－－－

ホテル＝岡田美術館・特別展 歌麿大作「深川の雪」と「吉原の花」＝小田原だるま（国登録
文化財で味わうお食事）＝東京駅－黒部宇奈月温泉駅（19：02）・富山駅（19：15）3 □□□朝昼－

ホテル＝別府港～西郷港＝玉若酢命神社（隠岐三大神社）＝隠岐国分寺・後醍醐天
皇行在所跡（隠岐第一の寺）＝壇鏡の滝＝水若酢神社（隠岐国一の宮）＝隠岐郷土
館＝五箇創生館（昼食）＝白鳥海岸（島後最北端にある海岸）＝ローソク島展望台
（軽いハイキング）＝「隠岐プラザホテル」泊（全室オーシャンビュー）

ホテル＝西郷港～境港…境港駅－（JR在来線、特急、新幹線）－
新高岡駅（18：53）・富山駅（19：03）

3

4 □□□朝－－

□□□朝昼夕

富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・高岡砺波スマートIC（8：00）・砺波駅（8：15）＝
車中昼食弁当＝京都国立博物館「開館120周年記念　特別展覧会　国宝」
（日本美術の最高峰を観賞）＝石清水八幡宮（“やわたのはちまんさん”と親しま
れる）＝「ホテル日航奈良」泊（JR奈良駅西口直結）

ホテル（ゆっくり9：30）＝松伯美術館「上村松園・松篁・淳之三代展」＝草ノ戸（情
緒溢れる古民家で味わうお食事）＝乗車各地（17：15～18：15頃）

1

2 □□□朝昼－

□□□朝昼－

□□□－弁 OP

富山駅（7：25）・新高岡駅（7：34）－（JR特急、新幹線、在来線）－境港駅…ホテル＝
お食事処・日本海（新鮮な海の幸）＝「御宿野乃」泊（境港駅より徒歩1分）　1 □□□－－夕

富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・立山IC以降各IC乗車可＝ポーラ美術館（「ピカ
ソとシャガール愛と平和の賛歌」展）＝箱根富士屋ホテル（16：00）泊1 □□□－－夕

ホテル（9：00）・・・宮ノ下駅++箱根登山鉄道++箱根湯本駅＝大涌谷（名物黒
たまご）＝ほうとう不動（昼食）＝久保田一竹美術館（辻が花染めを復活させた
染色家）＝乗車各地（20：00～21：00頃）

2
□□□朝昼－

新富BC（10：00）・富山駅（10：20）・高岡駅（11：10）＝道の駅・能登食祭市場＝
七尾フラワーパークのと蘭ノ国（北陸最大のランの展示温室施設）＝能登演劇
堂（A席指定）＝乗車各地（20：00～21：00頃）

1
□□□－－－

富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・高岡砺波スマートIC（8：00）・砺波駅（8：15）＝
市之倉さかづき美術館・イタリアンムーン（美味しいパスタのご昼食）＝虎渓山
永保寺（樹齢約700の大銀杏）＝「花園会館」京料理の夕食…花園駅－（JR・地下
鉄）－二条城前駅…二条城・アートアクアリウム…各自ホテル（ご希望者は添乗
員がホテルまでご案内します）

1

ホテル＝トロッコ嵯峨野駅－（嵯峨野トロッコ列車。燃えるような紅葉に感動）－
トロッコ亀岡駅＝奥京都、常照皇寺＝京都美山・枕川楼（松茸京地どり鍋御膳）
＝乗車各地（17：30～18：30頃）

2

富山駅（7：10）・新富BC（7：40）・立山IC以降各IC＝河口湖畔もみじ回廊（富士
山を彩るモミジと共演）＝ホテル（ホテルに隣接した時之栖イルミネーションを
ご自身の時間で見学）

1
□□□－－－

ホテル＝七類港～別府港＝鬼舞展望所（牧草的な景色）＝由良比女神社（海上
守護神）＝摩天崖（高さ257mの大絶景）＝通天橋・国賀浜（巨大な岩の架け橋）＝
「国賀荘」泊（絶景の宿）
2

□□□朝昼夕

□□□朝昼－

□□□－昼夕

★昔ながらの米蔵を活かした「水戸の名物レストラン」での夕食オプション
　お一人様4,000円

★古都奈良のちょっと贅沢な日本料理を味わう夕食オプション
　お一人様6,000円

神奈川県・
山梨県

   京都府・
奈良県

15,000円旅行代金
（お一人様）

9月12日（火）・9月21日（木）出発日

利用バス会社：新富バス

長野県 完全予約制のガーデン

『ラ・カスタナチュラルヒーリングガーデン』と
  安曇野でお洒落ランチ♪

日帰り

①秋のお花の最盛期に
完全予約制のガーデン

予約をお取りすることができました　②安曇
野の野菜が美味しいフレンチレストランでお
食事　③嬉しいゆっくり出発、早めの帰着

おすすめポイント

ラトリエ・デ・サンス

15,000円旅行代金
（お一人様）

11月21日（火）・11月26日（日）出発日

利用バス会社：新富バス

新潟県

紅葉真っ盛り

新潟三大財閥・旧斎藤家別邸と
カーブドッチワイナリーで味わう北欧料理♪

日帰り

①大正時代の繁栄ぶりが物語る、
庭園と屋敷を案内人付で見学　

②ワインによく合う北欧料理のお食事
おすすめポイント

旧斎藤家別邸

日帰り

島根県

「集合地に朝早くて行くことが出来ない」という方に朗報です。
新前泊支援キャンペーン

・10月20日（金）発 青森の紅葉（八甲田、奥入瀬渓流、酸ヶ湯温泉）　3日間
・10月23日（月）発 紅葉の八ヶ岳、清里高原ホテルに泊まり八ヶ岳倶楽部と御射鹿池を
 楽しむゆとり旅　2日間（空席わずか）
・12月  5日（火）発 山口県の絶景を訪ねて、大谷山荘に泊まるご褒美旅　3日間

ツアーご参加の方で、出発日の前日の宿泊に限り、前泊支援としてお一人3,000円を当社
で負担します。富山駅周辺では4,000円代で宿泊できるホテルがたくさんございます。
※ご利用の方は、弊社に事前にお申し出の上、ホテル発行の領収書をツアー当日にスタッフにご提示ください。キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

※例年紅葉見頃時期にツアー設定を行っておりますが、気象条件等により変動する可能性がございます。

※上記ツアーはパンフレット、ホームページでコース詳細をご確認の上、お申込みください。※写真は全てイメージです。

9,800円旅行代金
（お一人様）

旅行代金
（お一人様）

9月10日（日）出発日
利用バス会社：新富バス

石川県

2日間

日帰り

①金谷酒造が作った創作フレンチで人気の「高砂茶
寮」でゆっくりお食事　②加賀友禅作家、平野利明氏

の工房を訪ねます。当日は8代目ミス加賀友禅の若岡和奏さんも同席し加賀友禅
の奥深さをご案内します。（無理な販売などはいたしませんのでご安心ください）

おすすめポイント

高砂茶寮
箱根　山のホテル

キャンペーン
価格 98,000円

9月7日（木）出発日

利用バス会社：国際興業バス

利用バス会社：隠岐一畑交通

東京都・
千葉県・
神奈川県

国立西洋美術館・ホキ美術館・岡田美術館
「箱根　山のホテル」房総～箱根ぐるっと旅

杉森沙織が同行してご案内

日本海に浮かぶ神秘の島を訪ねて
秋の爽やかな、隠岐ノ島めぐり

①喜多川歌麿肉筆画の大作「雪月花」3部作の内、ワズワース・
アセーニアム美術館所蔵の「吉原の花」を米国からお迎えし、

「深川の雪」と共に展示。日本で2作品が同時に見られるのは138年ぶり！　②創業
100年、箱根屈指のクラシカルリゾートホテルに宿泊　③濃霧の滝や鋸山「地獄のぞ
き」など話題の場所へご案内！

おすすめポイント

①摩天崖・国賀海岸の
ある「西ノ島」と隠岐諸

島最大の主島「島後」を訪ねます　②3泊と
も大浴場付の宿をご用意　③島内で宿泊を
するからこそ、時間に追われることなく絶景、
史跡をゆったり観光　④往復JR利用で楽々

おすすめポイント
①群馬県館林市の地で育む色鮮やかな1,015品種1,800株の
秋バラ　②みはらしの丘一面、真っ赤に染め上げる32,000本

のコキアに圧巻　③3連休をゆったり楽しみたい方にお勧めですよ♪
おすすめポイント

①世界初の噴水ショーは昨年よりもさらにパワーアップ　②イ
ルミネーション会場に隣接したホテルをご用意　③日本随一の

紅葉の名所「昇仙峡」をゆっくり散策します
おすすめポイント

①京都国立博物館では４１年ぶりとなる国宝展を鑑賞。展示される文
化財は全て国宝！　②上村松園・松篁・淳之三代にわたる作品を鑑賞　

③都の裏鬼門を守護する石清水八幡宮では本殿でのお祓い・参拝及び神職による拝観案内
おすすめポイント

宿泊先　①ダイワロイネットホテル千葉駅前（全員シングルルーム）
②箱根、山のホテル（1室2～3名様利用）
1名個室追加8,000円

宿泊先
①夕凪の湯　御宿野乃（シングルルーム）
②国賀荘（1室4名様利用） ③隠岐プラザホテル（1室4名様利用）
②～③1室3名様個室1名4,000円1室2名様1名5,000円
お一人部屋はお問い合わせください

宿泊先　ダイワロイネットホテル水戸（シングルルーム利用、ツインルーム先着3室、同代金）

宿泊先　1名様1室は「ホテルブラッシュアップ」　2～3名様1室は「御殿場高原ホテル」

宿泊先　ホテル日航奈良（1室2～3名様利用）大浴場有　1名個室追加3,000円宿泊先　箱根、富士屋ホテル（1室2～3名様利用）1名個室追加10,000円　温泉浴場有

申込締切日8月23日（水）

利用バス会社：新富バス

申込締切日10月10日（火）

3日間 4日間

京都国立博物館「特別展　国宝」と

松伯美術館・石清水八幡宮昇殿参拝

2日間

56,800円旅行代金
（お一人様）

9月22日（金）出発日

箱根 富士屋ホテルで過ごす　ゆとり旅

   岐阜県・
京都府 2日間

岐阜と京都、紅葉と美食の旅

   群馬県・
茨城県 2日間

一面コキアの国営ひたち海浜公園と
1,800株の秋バラが美しい東武トレジャーガーデン

①日本を代表するクラシックホテル富士屋ホテルに宿泊。富士屋ホ
テルは2018年春より約2年間休館しリニューアル工事に入ります。

歴史ある現状のホテルで宿泊できるのはあとわずか。16時間たっぷり滞在し、日光東照宮
本殿をモチーフに作られたメインダイニング「ザ・フジヤ」で伝統のコース料理の夕、朝食を
ご賞味いただきます。　②ミシュランガイド3つ星を獲得した「久保田一竹美術館」、前回ツ
アーでも好評だった「ポーラ美術館」の2大アートめぐり　③人気の箱根登山鉄道に乗車

おすすめポイント

富士屋ホテル（外観）

123,000円旅行代金
（お一人様）

9月24日（日）出発日

●最少催行人員：10名様

利用バス会社：新富バス

39,800円旅行代金
（お一人様）

●最少催行人員：12名様

利用バス会社：新富バス
●最少催行人員：12名様
49,000円旅行代金

（お一人様）

10月13日（金）出発日

お　き

しょうはく いわしみずはちまんぐう

通天橋・国賀浜

鬼舞展望所

石清水八幡宮

ローソク島

夕食イメージ

カーブドッチワイナリー

客室一例

ホテル日航奈良

草ノ戸

京都国立博物館

10月7日（土）出発日

39,800円旅行代金
（お一人様）

●最少催行人員：12名様

11月12日（日）出発日

①累計入場者数730万人！　日本中が感
動した“アートアクアリウム”が2年ぶりに、

京都の夜を艶やかに彩ります。一般非公開エリアで金魚や着物を
新たな形でアートとして蘇らせ、日本の美を表現します　②京都
と岐阜の紅葉のベストシーズンに京都で旅館が確保できました

おすすめポイント

宿泊先　3名様1室2,000円増し　2名様1室3,000円増し
1名様1室はお問い合わせください

利用バス会社：新富バス

申込締切日10月27日（金）

49,000円旅行代金
（お一人様）

●最少催行人員：12名様

11月18日（土）出発日

夕食オプション・
梅み月

ダイワロイネット
ホテル水戸（外観）

東武トレジャーガーデン館林
国営ひたち海浜公園（コキア）

石川県

A席指定

七尾フラワーパークのと蘭ノ国
能登演劇堂観劇

①1988年に無名塾で一度上演しており、今回は29年ぶりの再
演　②舞台奥の大扉が開く演出も能登演劇堂ならでは！おすすめポイント

旅行代金
（お一人様） 17,800円

10月22日（日）出発日
利用バス会社：新富バス

申込締切日9月21日（木）

七尾フラワーパークのと蘭ノ国

能登演劇堂

   静岡県・
山梨県

世界初の噴水ショー 時之栖イルミネーション・
河口湖畔もみじ回廊と御岳昇仙峡

2日間

御岳昇仙峡

時之栖イルミネーション

ときのすみか

創作フレンチの

例年紅葉見頃時期にツアーを設定しました！

ご要望を頂き企画しました！

仲代達矢さん主宰・無名塾公演

コキアの紅葉＆秋バラの花旅

ご参加しやすい週末設定　岐阜から京都をぐるっと一筆書き
虎渓山永保寺・二条城アートアクアリウム・嵯峨野トロッコ・奥京都

紅葉のベストシーズン
山梨県の2大紅葉とイルミネーション

箱根、富士屋ホテル2018年より約2年間休館します　
ご好評により追加設定

『高砂茶寮』と
『加賀友禅作家を訪ねる』

たかさごさりょう

彩 の 旅 の
5 大 品 質 宣 言 ！

この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書及び同法第12条の5の定めるところの契
約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前に確認のうえお申し込み下さい。

お申込みの際には、旅行条件書（全文）にて、
事前に内容をご確認のうえお申し込み下さい。募集型企画旅行条件（要旨）

8月11日より8月15日までお盆休業を頂きます。
※残席状況は、2017年8月1日現在です。
お申し込み時点で満席や催行中止の場合がございます。

総合旅行業務取扱管理者：杉森沙織

●FAX：（076）424-5670 ●Eメール: info@arukutravel.com （FAX、Eメールは24時間受付）
●営業時間／月～金 9:30～18：30（土・日・祝日休業）

■募集型企画旅行契約
・この旅行は、株式会社アルクトラベル（以下「当社」といいます）が企画･募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

■旅行のお申し込みと契約及び成立の時期
・申込書に所定事項をご記入のうえ、申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料
または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
・電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社か
ら予約承諾の旨を通知した時に成立するものとします。予約の申し込みの翌日から起算して7日以内に申込書と申込金を提出してい
ただきます。

■旅行代金のお支払い
　旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
■当社による旅行契約の解除及び催行中止
・ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場
合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は5日前）より前に連絡させていただき、お預かりして

いる旅行代金の全額をお返しします。
・旅行代金を期日までにお支払いいただけない場合（この場合取消料と同額の違約金を申し受けます）
■旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
・パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同
行費用が含まれます。
・旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
■お客様からの旅行契約の解除(取り消し料)
・お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、
既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえな
いときは、その差額を申し受けます。

・なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
■特別補償規定
・当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規定の定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急
激な外来の傷害事故により、その生命、身体に被った一定の損害について所定の見舞金を支払います。

※この旅行条件は2017年8月1日を基準とし、有効な運賃・規則を適用しております。

（日帰りコース） 旅行開始日11日前･･･無料　10日前～8日前･･･20％　7日前～前々日･･･30％　　
 前日･･･40％　旅行開始日当日･･･50％　旅行開始後、無連絡･･･100％
（宿泊コース） 旅行開始日21日前･･･無料　20日前～8日前･･･20％　7日前～前々日･･･30％　　
 前日･･･40％　旅行開始日当日･･･50％　旅行開始後、無連絡･･･100％

全ツアー添乗員同行。新富バスセンター（新富バス　富山ICより車5分）では無料駐車場をご用意。立山IC～朝日IC間でバス乗降OK（立山IC～朝日IC間通行コースに限ります）

① 目的をテーマに沿って明確に（むやみにお土産屋さんに寄ったりしません）
② 旅の品質と旬にこだわります（より高い満足度を目指して頑張ります）
③ お一人様大歓迎（彩の旅では、半数の方がお一人参加です）
④ お食事は出来る限り地域の名物をご用意（地元の方が美味しいと通うお店を選んでいます）
⑤ 企画内容がしっかりわかっている自社添乗員がご案内します（真心こめてご案内します）

① 目的をテーマに沿って明確に（むやみにお土産屋さんに寄ったりしません）
② 旅の品質と旬にこだわります（より高い満足度を目指して頑張ります）
③ お一人様大歓迎（彩の旅では、半数の方がお一人参加です）
④ お食事は出来る限り地域の名物をご用意（地元の方が美味しいと通うお店を選んでいます）
⑤ 企画内容がしっかりわかっている自社添乗員がご案内します（真心こめてご案内します）

2

3

4

5

1
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●チラシ掲載以外のツアー情報満載

アルクトラベル 検索
この看板が目印です

富山駅より路面電車で4駅
安野屋電停下車、徒歩3分

【旅行企画・実施】

TEL（076）424-5666
〒930-0087 富山市安野屋町1丁目9-7 五艘ビル１F

富山県知事登録旅行業　第2-294号　（一社)全国旅行業協会(ANTA)会員

「彩の旅」は、宿泊やお食事にこだわった「観光の旅」です。
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